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本論文では，近年の出水時に十勝川水系急流区間で発生した側岸侵食による堤防被災や低水
護岸背後の洗掘被災について，侵食拡大の過程を水理模型実験で再現するとともに，侵食が拡
大する要因を既報の数値計算や現地データを交えて分析した結果を整理して示す．急流河川で
ある十勝川水系音更川を事例として，特に河道内の流路が活発に変動しやすい扇状地区間にお
いて侵食被災に対して留意するべき観点を示すことが本稿の目的である．
キーワード：防災，自然災害，堤防侵食，対策

1. はじめに
十勝川上流やその支川のように扇状地を流れる河川急
流区間は，砂州の発達によって流路が変動しやすく，そ
れに伴い側岸侵食（図-1）が多発する区間である．特に
十勝川水系では，2016年出水時に大規模な側岸侵食によ
って堤防被災や氾濫被災が発生しており，扇状地区間で
の堤防の侵食対策が重要な課題となっている1)．
一方で，流路変動に伴う側岸侵食の予測に関しては，
未だ明らかでない点が多い．侵食対策を短期的・長期的
な視点から計画的・段階的に実施するためにも，侵食現
象の特性や侵食規模が拡大する要因を把握することが重
要となる．本論文では，砂州に起因した蛇行流の発達に
よって側岸侵食が進行する過程を水理実験で再現し，そ
の特徴を示すとともに，十勝川水系音更川を対象として
検討した既報の数値計算や現地データを交えて侵食が拡
大する要因を分析した結果を整理して示す．また，2016
年出水時に音更川で多発した低水護岸背後の洗掘被災に
ついて，洗掘箇所の特徴を把握するために水理模型実験
を実施した．2011年と2016年出水で堤防の侵食被害を受
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図-1 砂州に起因した蛇行流の発達による堤防被災

けた音更川を事例として，特に河道内の流路が活発に変
動しやすい扇状地区間において侵食被災に対して留意す
るべき観点を示すことが本稿の目的である．

2. 砂州に起因した蛇行流発達による側岸侵食過程
(1) 水理実験の概要
音更川では図—1に示すように，出水時に砂州ととも
に蛇行流が発達し，その水衝部において河岸侵食が大規
模に進行して堤防被災に至る事例が頻発している．この
現象を把握するために実施した水理実験2)を図-2に示す．
実験では，幅3m延長27mの水路に平均粒径0.76mmの東
北硅砂4号を敷設し，水路中央部に整形した幅0.9m高さ
0.04mの初期河道に一定流量7L/sを5.5時間通水した．そ
の間の河道形状の変化を観察し，侵食が進行する過程を
考察した．実験条件の詳細は参考文献2) を参照されたい.
この実験は音更川の1/80のスケールに相当し，現地換
算した通水流量は約400m3/s（音更川の低水路満杯流量）
に相当する．小規模な室内実験で現地を完全に模擬でき
るものではないが，音更川では低水路満杯流量が長時間
継続すると蛇行流の発達に伴う側岸侵食が発生しやすい
と言われており，該当の侵食現象の基本的な特性は本実
験で再現できると考える．実験では，図-2(a)の下画像に
示すように，蛇行流で運ばれてくる砂の動きを観測する
ために上流側河岸の一部に着色した砂（同粒径）を配置
して実施した．
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(2) 側岸侵食のプロセス
図-2(b)に左岸の侵食幅（図-2(a）中の①）の時間変化を
示す．通水中に侵食が進行し，通水終了時には約0.8m
（現地換算で64m）に達した．特に通水240分後（現地
換算で約36時間）までに急速に侵食が進行している．図
-2(a）の下画像は通水240分時点のものである．この時，
蛇行する主流の内岸に砂州が発達しており，その砂州を
避けるように流れが湾曲している状況がわかる．
図-2(c)には，(b)の過程を侵食速度に換算して示すとと
もに，内岸の砂州前縁③と河岸侵食の位置（頂部②）と
の位相差の時間変化を示す．位相差が大きいほど砂州前
縁が侵食位置（頂部）に対して大きく下流に位置し，位
相差が小さいほど両者の位置が近いことを意味する．図
を見ると，河岸侵食が急速に進行する間は，砂州前縁が
侵食箇所とほぼ同位置にあることがわかる．これはその
間，砂州がほとんど流下していなかったためである．藤
田・村本3)による同様の実験でも，側岸侵食の進行時に
は内岸砂州の流下が停止することが示されている．彼ら
の実験では，河岸侵食が進行する間は，内岸砂州は流下
せずに波高が次第に発達することが示されている．
図-2(a)に示される着色砂に着目すると，主流によって
運ばれた着色砂は内岸の砂州に取り込まれ，その外岸の
河岸（左岸）付近へは移動していないことがわかる．こ
れは湾曲流れで発生する二次流の影響によるものである．
この二次流は主流に比べて弱い渦ではあるが，底面付近
で内岸に向かう渦の影響で，砂が移動する方向が主流の
方向よりも若干内岸へ変更される．砂の移動の向きが内
岸へわずかに変わるだけでも，主流位置からずれるため
流速の低下によって堆積が生じる．この作用が前出の内
岸砂州の波高発達に寄与していると考えられる．この砂
州の発達によって主流が外岸側へ導かれることになる．
外岸へ導かれた主流が河岸に沿って湾曲する際に二次流
の影響によって河岸際で侵食が生じ河岸が後退する．こ
のようなプロセスによって，内岸砂州の発達とともに明
確な蛇行流が発達し，側岸侵食が急速に進行することに
なる．

によって侵食規模が増大する．侵食規模が拡大する要因
について著者らがこれまでに実施した以下の検討事例を
次章に示す．
・河岸植生
・流量ハイドログラフ
(3) 侵食規模
- 流量の減少期
図-2(b)および(c)を見ると，通水240分までは河岸侵食
- 洪水継続時間
が急速に進行する一方で，それ以降は侵食の進行がほぼ
- 流量規模
停止している．また，侵食が停止した通水240分以降は，
・土砂動態
内岸の砂州が流下しているのがわかる．この砂州の流下
- 河道内の土砂移動
とともに主流の水衝部の位置も下流へ移動し，通水終了
- 上流域からの供給土砂
時には，それまでの侵食箇所は，旧流路または派川のよ
うに取り残されていたことを実験で確認している．この
(4) 侵食箇所
ように，侵食規模には限度があることが理解できる．仮
一度に進行する侵食規模には限度があるという反面，
に通水を長期間継続すれば同箇所の侵食が再び進行する
その後どこで侵食が発生するのかを長期的に予測するこ
こともあるが，少なくとも一度に進行する侵食規模には
とが難しいという問題がある．洪水が継続すると，侵食
限度があるという基本的な特性が理解できる．
が下流側や対岸側で進行することや複列砂州が発達して
しかし実河川においては，実験とは異なり様々な要因
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流路が複雑に網状化することが知られている4)．音更川
においても侵食箇所が流下するだけでなく流路が短絡し
て流れが直線的になった後に予期せぬ箇所で新たな蛇行
流が大規模に発達して堤防が被災する事例が2011年と
2018年の出水時に発生している．現時点の流路の位置か
ら短期的な（翌出水時の）侵食箇所はある程度予測でき，
音更川でも管理に活用されている1)が，長期的な予測も
河川管理上重要となる．扇状地河川における長期的な侵
食箇所の予測については，本論文では今後の課題とする．
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3. 側岸侵食の規模が拡大する要因
(1) 河岸植生
河岸の樹木が側岸侵食に与える影響を検討したところ，
音更川のヤナギ類のように根が浅い場合は，側方への侵
食を抑制する効果は小さく，かえって水衝部では侵食規
模が拡大する危険性が示された．詳細は既報5)を参照さ
れたい．既報5)内の実験で観測した侵食幅の時間変化を
図-3に示す（図-2の実験とは条件が異なることに注意）．
植生無しのケースでは，前出のとおり一度に進行する侵
食規模に限度があり，侵食は断続的に進行するが，これ
に対して植生有りのケースでは，植生域において一度に
進行する侵食規模が増大するのがわかる．これは植生が
砂州や水衝部の流下を抑制するためである．同様の検討
がIwasakiら6)によって実施されている．彼らは音更川を
対象とした河床変動計算によって植生の影響で側方への
侵食が拡大し，再現性が向上することを示している．
(2) 流量ハイドログラフ
a) 流量減少期
側岸侵食による堤防被災は流量ピーク後の減少期に発
生する事例が多く，流量減少の影響で侵食が進むのでは
ないかと言われている．図-4は2011年出水時の音更川
KP21付近で発生した堤防侵食を平面二次元河床変動計
算（iRIC Nay2DH）で再現した結果である7)．図に示すよ
うに，流量ピークまでに発達した砂州（堆積域）は流量
減少時に流下することなく，上流および側方へ発達して
いるのがわかる．このように，砂州の流下が抑制されて
側方への侵食規模が拡大したと考えられる．どのような
条件下で流量が減少すると侵食規模が拡大するのか等の
不明な点も多いものの，少なくとも上記の数値計算には
流量減少の影響が反映され，侵食現象が良好に再現され
ることが示される．
b) 洪水継続時間
洪水継続時間の影響を検討した例8)を図-5に示す．音
更川上流部（道管理区間）を対象とし，前述の樹木や流
量減少の影響が計算モデルに反映されることを確認した
上で，数値計算による検討を実施している．図-5(a)に

堤防
決壊

帯広開発建設部

音更川KP21付近の斜め写真
（2016年10月（洪水後））

流量ピークまで
の堆積域

流量減少時の河床変動量 (m)

図-4 音更川KP21付近の河道変化を対象とした再現計算結果
（右図は流量減少時の砂州発達状況（土砂堆積域）を示す）

2016年出水時の河道変化の再現結果（Case 1）を示す．
この区間で発生した堤防侵食が精度良く再現されている．
本検討では，図-5(b)に示すCase A~Dの異なる条件での計
算を実施した．これらの条件は，2016年の流量ハイドロ
グラフ（Case1）の継続時間を変更したものである
計算結果の詳細は割愛するが（参考文献9)を参照），
各ケースの計算において堤防が流失する時刻を図-5(b)中
に矢印で示す．洪水継続時間の長いCase Bでは，流量ピ
ーク前の増水期に堤防が流失しており，必ずしも流量減
少時に侵食被災が生じるわけではない．また，この場合
は堤防が流失した後に流量がピークを迎えることになる．
このように洪水が長期間継続した後にピーク流量が現れ
るような出水では氾濫等による被害が甚大化する危険性
が著しく高まることになる．2016年出水では，音更川で
は2週間近く洪水が断続的に継続した後に既往最大のピ
ーク流量が生じており，非常に危険性の高いハイドログ
ラフだったと言える．
Case CおよびDは，洪水が長時間継続する場合の流量
規模の影響を検討したものである．一定流量300m3/sを継
続させたCase Cでは長時間かかっても堤防侵食に至らな
かった．一方，一定流量500m3/sを継続させたCase Dでは，
Case1のピークよりも小さい流量規模にも関わらず，比
較的早い時刻に堤防が侵食される結果となった．従って，
ある流量規模（ここでは300~500m3/sの間に存在）を超え
た出水が長時間継続すると侵食被害の危険性が高まると
判断できる．
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c) 流量規模
前項の検討に続いて，流量規模の影響を検討した．発
生し得る侵食規模に対する外力増加の影響を検討するも
のである．図-5(c)中左図に示すように，2016年の流量ハ
イドログラフ（Case1）を1.25倍，1.5倍，2倍の流量規模
に引き延ばした Case 2~4の条件で計算を実施した．図中
の黒丸は積算流量がCase 1と等しくなる時刻を示す．
図-5(c)中右図に計算結果から得られた侵食幅の時間変
化を示す．図より，流量規模が増大すると，侵食がより
急速に進行する傾向と最終的な侵食幅が増大する傾向が
確認できる．しかし，流量が2016年出水の1.5倍規模を超
えるケースでは最終的な侵食幅に大きな差異が認められ
ない．それ以上流量規模が増大しても侵食範囲は拡大し
ない可能性が示されている．これは，侵食領域が拡大す
る最大幅が推定できる可能性があることを示すものであ
り，今後超過洪水等に対する検討において重要な観点の
一つになり得る．
(3) 土砂動態
a) 河道内の土砂移動
図-6に2016年出水による音更川の河道の堆積・侵食量
を示す．図-6上図は各横断形状の変化から算出した堆
積・侵食の総量を示し，下図はその堆積量・侵食量を元
低水路部と高水敷部に分けて示している．図より，音更

川では十勝頭首工（KP27.7）より下流で侵食傾向にあり，
この区間から大量の土砂が流出したことがわかる．特に
高水敷の侵食と元低水路部の堆積が顕著であり，高水敷
から流出した土砂が元低水路部に堆積したことが示唆さ
れる．低水路への堆積によって，側方侵食が大規模化し
た可能性があるだけでなく，低水路と高水敷の比高差が
減少して高速流が高水敷上に向かいやすくなり，後述の
低水路背後の洗掘被災を助長した可能性もある．急流河
川ではあまり経験したことの無い大規模な出水時には，
普段動かない土砂も動き出す可能性があり，必ずしも土
砂の供給源が山地部とは限らず，河道内が発生源になる
場合もあることに留意しておく必要がある．
b) 上流域からの供給土砂
図-6と同様に，図-7に2016年出水による十勝川本川の
河道の堆積・侵食量を示す．佐幌川合流点から下流側で
顕著な堆積傾向が見られる．これらの土砂堆積は，2016
年出水中に各支川から流入した土砂によるものと推定さ
れる．図中の矢印で示す箇所は，2018年の小規模出水時
に側岸侵食が進行した箇所である．これらの箇所は，
2016年出水で低水路に著しい堆積がみられる地点とほぼ
一致しているのがわかる．大規模出水時に低水路に顕著
な堆積が生じた箇所では，その後，小規模な出水でも側
岸侵食が進行しやすいという点にも留意する必要がある．
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(a) 対象区間の航空写真（上図，音更川の道管理区間（2016年出水後））および再現計算結果（下図，Case 1）
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(b) 洪水継続時間の影響を検討したハイドログラフ（計算結果: 矢印が堤防が侵食によって流失した時刻を示す）

時間(hour)

(c) 侵食幅に対するピーク流量規模の影響の検討（左図: 検討したハイドログラフ，右図: 計算結果，侵食幅の時間変化）
図-5 音更川の道管理区間の河道変化を対象とした再現計算および侵食被災に対する流量ハイドログラフの影響に関する検討
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4. 低水護岸背後の高水敷洗掘のプロセス

(2) 低水路内の流路変動と低水護岸背後の洗掘の関連性
図-9を見ると，洗掘深と高水敷上の掃流力に相関が無
く，この図からは高水敷洗掘箇所の特徴は見出せない．
音更川のように高水敷上の掃流力が増大しやすい場合，
高水敷洗掘は低水護岸に接近した流路変動に連動して発
生する可能性がある．そこで，低水護岸に接近した流路
と護岸背後の洗掘位置との関連性を検証するために，定
性的ではあるが水理模型実験を実施した．実験の結果，
護岸に接近した流路の水衝部付近において，低水路から
高水敷へ向かう流れと高水敷から低水路へ向かう流れに
よって洗掘し始めることが示され（図-10），流路位置
と洗掘箇所の関連性が確認された．なお，実験では，流
量規模が大きくなると高水敷上の掃流力が増大し，高水
敷を含めた水路全体が複列・網状の様相を呈し，高水敷
での洗堀・堆積がさらに進行することも確認された．

(1000 m3)

20

十勝頭首工
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0
-10
-20

流下
方向

堆積量、侵食量

-30
20

(1000
m33))
(1000 m

侵食量、堆積量

侵食量、堆積量

(1) 音更川における高水敷の被災事例
音更川の 2016 年出水は，前述のとおり，2 週間近く長
期間高水位が継続した後に既往最大のピーク流量が生じ
ており，ピーク前の洪水継続期間に堤防被災があれば甚
大な被害に直結するような危険性の高い出水であった．
洪水が長期間継続した間に流路の位置が大きく変動した
ために流量ピーク後の減水時に護岸未整備の箇所で堤防
被災が発生したが，これに対して低水護岸の整備箇所で
は堤防の被災はなく，段階的に進められていた低水護岸
による整備は一定の効果があったと評価できる．
その一方で，低水護岸の被災が音更川直轄区間だけで
も 20 箇所以上で確認され，その多くが護岸背後の高水
敷の侵食を伴うものであった．図-8 に被災例を示す．
コンター図は 2013 年と 2016 年出水後の LP 測量（帯広
開発建設部）の地盤データの差分値である．LP 測量で
は水面下の計測はできないが，測量時には水位が低いこ
とや急流河川で水深が小さいことを考えると，この差分
値は 2016 年出水前後の主な変化量としてとらえられる．
低水護岸が設置されているにも関わらず，高水敷が堤防
付近まで侵食されている箇所が図から確認できる．
このような高水敷侵食が多数生じた要因は，次に示
すように，高水敷上の掃流力が増大しやすいという音更
川の河道特性にある．図-9に出水の痕跡水位から試算し
た無次元掃流力と洗掘深（LP 差分値）との関係を示す．
図は高水敷を縦断方向に約30m，横断方向に約20mで分

割したメッシュ毎に評価した値を示している（高水敷上
の無次元掃流力を試算する際の粒径に河道内の河床材料
の代表粒径を代用している点に留意）．図より無次元掃
流力を確認すると，表面侵食の恐れがあるとされる
以上を示すメッシュが多く存在している．こ
れは，音更川の河床材料が比較的小さいことや低水路と
高水敷の比高差が比較的小さいことが要因として考えら
れる．図-6に示したように，音更川では河岸侵食で発生
した土砂が低水路部に堆積する傾向があり，このような
土砂収支の特性により低水路と高水敷の比高差が小さく
なり高水敷上の掃流力が増大する要因になり得る．
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図-6 2016 年出水による音更川の河道の堆積・侵食量（上: 各測線での堆積・侵食の総量，下: 堆積量・侵食量の内訳）
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更川を対象として検討した水理実験や侵食が拡大する要
因を分析した結果を既報の数値計算や現地データを交え
て示した．侵食被災に対して留意するべき点や今後の課
題を以下に示す．
侵食規模が拡大する要因
・河岸に繁茂するヤナギ類に側岸侵食を抑制する効果は
期待できない．侵食規模を増大させる場合もある．
・流量減少時に河岸侵食が進行しやすいが、必ずしもピ
ーク後に侵食が進行するわけではない．洪水が長時間継
続する場合は特に危険性が高まる．
・経験したことの無い大規模な出水時には，普段動かな
い土砂も動き出すため，必ずしも土砂の供給源が山地部
とは限らず，河道内が発生源になることもある．
・大規模出水時に低水路に顕著な堆積が生じた箇所では，
その後，小規模な出水でも側岸侵食が進行しやすい．
侵食箇所の予測
・短期的な（翌出水時の）侵食箇所はある程度予測でき，
音更川でも管理に活用されている1)が，長期的な予測も
河川管理上重要であり，今後の課題である．
低水護岸背後の高水敷洗掘
・音更川のように高水敷上の掃流力が増大しやすい河道
では，堤防侵食の対策を検討する上で高水敷の洗掘現象
を把握することが重要となる．護岸背後の洗掘と護岸に
接近した流路との関連性が示されたが，高水敷洗掘につ
いては引き続き検討する必要があり，今後の課題である．
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(b) 音更川 KP13~KP14
図-8 低水護岸背後の高水敷の侵食事例
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